
 

 
 

平成１８年 ５月１５日 
 

各      位 
会 社 名  東 急 建 設 株 式 会 社 
代表者名  取締役社長 山 田 豊 彦 
（コード番号 １７２０ 東証第１部） 
問合せ先  財務部長  松 本  智 
（TEL．  ０３－５４６６－５０６１） 

 
 

（訂正）安定配当実現に向けた資本政策《株主資本バリューアップ・プラン》の策定について 

 
 

平成18年５月12日に発表いたしました「安定配当実現に向けた資本政策《株主資本バリューアップ・プ

ラン》の策定について」および「（説明資料）株主資本バリューアップ・プラン」に関して、下記の訂正が

ございますのでお知らせいたします。 

 

記 
 
 
１．安定配当実現に向けた資本政策《株主資本バリューアップ・プラン》の策定について   
 
 〔訂正前〕 

Ⅰ．自己株式（優先株式）の有償消却のための資本金の額の減少について 

２．内  容 

  （２）資本準備金とする額 

 
〔訂正後〕 

Ⅰ．自己株式（優先株式）の有償消却のための資本金の額の減少について 

２．内  容 

  （２）その他資本剰余金とする額 

 

２．（説明資料）株主資本バリューアップ・プラン    
 
〔訂正前〕 

（ご参考）新株予約権付社債（ＣＢ）の発行条件の概要 

当初転換価額 ：2006年5月18日（木）の東証終値×100％ 
              ※但し、2006年5月17日（水）の当社終値が、１７５円以上の場合には、同日

の当社終値をもって当初転換価額とする。 
 

〔訂正後〕 

（ご参考）新株予約権付社債（ＣＢ）の発行条件の概要 

当初転換価額 ：2006年5月18日（木）の東証終値を勘案して決定する。 
              ※但し、2006年5月17日（水）の当社終値が、１７５円以上の場合には、同日

の当社終値をもって当初転換価額とする。 
 
 

※訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

以  上 
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本報道発表文は、当社の（転換社債型新株予約権付社債発行を含む）資本政策に関して一般に公表するための記者発表文で

あり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。 

（ご参考）2006年５月12日発表資料 [訂正] 

 
 

２００６年 ５月１２日 
 

各      位 
 

会 社 名  東 急 建 設 株 式 会 社 
代表者名  取締役社長 山 田 豊 彦 
（コード番号 １７２０ 東証第１部） 
問合せ先  財務部長  松 本  智 
（TEL．  ０３－５４６６－５０６１） 

 
 

安定配当実現に向けた資本政策《株主資本バリューアップ・プラン》の策定について 

資本金の額の減少および全優先株式の一括取得・消却 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 

株式併合および単元株式数の変更 

配当政策および配当予想 

 

 

当社は、普通株式への早期安定配当の実現と更なる企業価値の向上を目指した資本政策「株主資本バリュ

ーアップ・プラン」を策定し、本日開催の取締役会において、本年６月 27日開催予定の定時株主総会に資

本金の額の減少および株式併合の議案を付議する旨、ならびに全優先株式の一括取得・消却、単元株式数の

変更、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、配当政策および配当予想について決議いたしまし

たのでお知らせいたします。 

 当社は、中期３か年経営計画「Value-up３計画」（2005～2007年度）のもと、受注機会の増大や収益力の

向上に取り組むなど経営努力を重ねてまいりました。その結果、有利子負債の削減は計画を大幅に上回り（現

預金残高を考慮すると実質残高ゼロ）、財務体質の健全性は更に改善されるなど、業績はほぼ順調に推移し

ており、一定の成果をあげております。しかしながら、2005年３月期からは優先株式に対する配当を開始

できたものの、今後の長期にわたる優先配当や優先株主様から償還請求を受けた場合の負担から、将来にお

ける普通株式への安定的な配当の実現が困難な状況にあります。 

このような状況を解決するため、当社は、新たな成長と飛躍に向けた積極的な施策として、資本政策「株

主資本バリューアップ・プラン」を策定いたしました。これら一連の資本政策が一体となって機能すること

で、財務体質の健全性を維持しつつ、優先株主様へは繰り上げ償還により早期に責任を果たすとともに、普

通株主様へは安定的な配当を実現し、将来へ向けた企業価値と業績の相乗的かつ安定的な向上への礎を築き、

真の再生を目指すものであります。 

 
Ⅰ．自己株式（優先株式）の有償消却のための資本金の額の減少について 

Ⅱ．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行について  

Ⅲ．株式併合および単元株式数の変更について 

Ⅳ．配当政策および配当予想について 
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本報道発表文は、当社の（転換社債型新株予約権付社債発行を含む）資本政策に関して一般に公表するための記者発表文で

あり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。 

（ご参考）2006年５月12日発表資料 [訂正] 

記 
 

Ⅰ．自己株式（優先株式）の有償消却のための資本金の額の減少について 

１．目  的 

当社は、現在、総額１９７億円のＡ種およびＢ種優先株式を発行しておりますが、このうちＡ種優先

株式は2008年、Ｂ種優先株式は2011年に各優先株主様から当社に対して償還請求が可能となりますと

ともに、優先配当が市場金利に連動していることから、今後の金利動向を勘案すると優先配当負担が著

しく増大することとなります。また、今後とも建設事業の経営環境の厳しさが予想されるなかにあって、

真の再生を市場にアピールし、企業競争力と企業価値の更なる向上を実現するためには、優先株式の全

部消却が喫緊の経営課題となっております。 

このような状況のもとで、当社は本業収益により株主資本を着実に積み上げ、2006年３月期末におけ

る株主資本の範囲内で優先株式の一括取得・消却が可能となっていることから、現在、発行済の優先株

式の全株式を取得するために必要な財源を「その他資本剰余金」に全額計上する資本金の額の減少を行

うものであります。 

 
２．内  容 

  （１）減少すべき資本金の額 

当社の2006年３月31日現在の資本金の額28,401,500,000円を21,132,500,000円減少させ、 

資本金の額を7,269,000,000円といたします。 

  （２）その他資本剰余金とする額 

     減少すべき資本金の額の全額をその他資本剰余金に振替えいたします。 

  （３）自己株式（優先株式）の取得・消却 

①取得する株式の種類および数   第一回Ａ種優先株式 ２７，０００千株（全株式） 

                     第一回Ｂ種優先株式 １２，５００千株（全株式） 

②取得するのと引き換えに交付する   第一回Ａ種優先株式  概算１４４億円 

金銭等の内容およびその総額   第一回Ｂ種優先株式  概算 ６７億円 

                     合 計     概算２１１億円 

（４）資本金の額の減少および自己株式（優先株式）の取得・消却の日程（予定） 

① 取締役会決議日          ２００６年 ５月１２日 

② 定時株主総会決議日        ２００６年 ６月２７日  

③ 債権者異議申述最終期日      ２００６年 ８月 ３日 

④ 資本金の額の減少の効力発生日   ２００６年 ８月 ４日 

⑤ 自己株式取得日および消却日    ２００６年１０月 １日 

  なお、上記の内容については、2006年６月27日に開催を予定している定時株主総会において、資本

金の額の減少が承認可決されることを条件といたします。 

また、優先株式は取得後、自己株式として消却する予定です。 
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Ⅱ．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行について 

   当社が将来へ向けた事業環境の変化に柔軟に対応していくためには、自己株式（優先株式）の取得・

消却により減少する株主資本を早期に回復すべく、株主資本の充実と財務基盤の強化を図る必要があり

ます。今般、当社は資本増強策として第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発

行を行うものであります。 

 

１．社 債 の 名 称  東急建設株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型

新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」と

いい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」

という。） 

２．社 債 の 総 額  金２００億円 

３．各 社 債 の 金 額  金１億円の１種 

４．各社債および各新株予 各本社債の払込金額は金１億円（額面１００円につき金１００円）とし、 

  約権の払込金額 各本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。 

５．社 債 券 の 形 式           無記名式の新株予約権付社債券を発行する。 

なお、社債権者は、無記名式の新株予約権付社債券を記名式とすることを

請求することができない。 

また、本新株予約権付社債は会社法第２５４条第２項本文および第３項本

文の定めにより、本社債または本新株予約権のうち一方のみを譲渡するこ

とはできない。 

６．社 債 の 利 率 本社債には利息を付さない。 

７．物上担保・保証の有無  本新株予約権付社債には物上担保および保証は付されておらず、また本新

株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。 

８．社債管理者の不設置  本新株予約権付社債は、会社法第７０２条ただし書の要件を充たすもので

あり、社債管理者は設置しない。 

９．社債の払込期日および   

新株予約権の割当日  2006年６月２日（以下「発行日」という。） 

10．募 集 の 方 法  第三者割当の方法により、全額を Nomura Securities (Bermuda) Ltd.に

割り当てる。 

11．償還の方法および期限 

（１） 本社債は、2008年６月２日にその総額を額面１００円につき金１００円で償還する。 

（２） 当社は、本新株予約権付社債の払込後、当社が消滅会社となる合併、当社が完全子会社となる株

式交換または株式移転（以下「組織再編行為」という。）につき当社の株主総会で承認決議をした

場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、残存する本社債の全部（一部は不可）を額面 
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本報道発表文は、当社の（転換社債型新株予約権付社債発行を含む）資本政策に関して一般に公表するための記者発表文で

あり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。 

（ご参考）2006年５月12日発表資料 [訂正] 

１００円につき金１００円で繰上償還する。この場合、当社は、本新株予約権付社債の社債権者

に対して、償還すべき日の２週間前まで（当日を含む。）に通知するものとする。 

（３） 本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権付社債の払込後、当社が吸収分割または新設分

割につき当社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役会）で承認決議をした場合、

その選択により、当社に対して、当該吸収分割または新設分割の効力発生日の２週間前まで（当

日を含む。）に事前通知を行い、かつ本新株予約権付社債券を第 17項記載の償還金支払場所（以

下「償還金支払場所」という。）に提出することにより、当該吸収分割または新設分割の効力発生

日以前に、その保有する本社債の全部または一部を額面１００円につき金１００円で繰上償還す

ることを、当社に対して請求する権利を有する。 

（４） 当社は、本新株予約権付社債の払込後、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対し

て、2006年７月７日（ただし、2006年７月７日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日

とする。）まで（当日を含む。）に事前通知を行ったうえで、2006年７月 21日に、残存する本社

債の全部または一部を額面１００円につき金１００.５円で、繰上償還することができる。一部償

還するときは抽選その他の方法により行う。 

（５） 当社は、本新株予約権付社債の払込後、2006年８月１日以降、その選択により、本新株予約権付

社債の社債権者に対して、毎月第１金曜日（ただし、第１金曜日が銀行休業日にあたるときは、

その前銀行営業日とする。）まで（当日を含む。）に事前通知を行ったうえで、当該月の第３金曜

日に、残存する本社債の全部または一部を額面１００円につき金１０１円で、繰上償還すること

ができる。一部償還するときは抽選その他の方法により行う。 

（６） 本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権付社債の払込後、その選択により、当社に対し

て、毎月第２金曜日（ただし、第２金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とす

る。）まで（当日を含む。）に事前通知を行い、かつ本新株予約権付社債券を償還金支払場所に提

出することにより、当該月の第４金曜日に、その保有する本社債の全部または一部を額面１００

円につき金９９円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。 

（７） 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

（８）当社は、本新株予約権付社債の発行日後いつでも本新株予約権付社債を取得することができる。

ただし、本社債または本新株予約権のみを取得することはできない。 

12．本社債に付する本新株予約権の数 

各本社債に付する本新株予約権の数は１個とし、合計２００個の本新株予約権を発行する。 

13．本新株予約権の内容 

（１） 本新株予約権の目的である株式の種類および種類ごとの数の算定方法 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権を行使した新株予約権

者に当社が当社普通株式を新たに発行または当社の有する当社普通株式を処分（以下当社普通株

式の発行または処分を「交付」という。）する数は、行使請求する本新株予約権に係る本社債の払
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込金額の総額を本項第(５)号記載の転換価額（ただし、本項第(６)号乃至第(11)号によって修正

または調整された場合は修正後または調整後の転換価額）で除して得られる最大整数とする。こ

の場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

（２） 本新株予約権の行使可能期間 

 本新株予約権付社債の社債権者は、2006年６月５日から2008年５月30日までの間（以下「行使

可能期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使すること（以下「行使請求」という。）がで

きる。 

（３） 本新株予約権の行使の条件 

 ①当社が第11項第(２)号、第(４)号もしくは第(５)号に基づき本社債を繰上償還する場合は、償

還すべき日以後、②当社が第11項第(３)号もしくは第(６)号に定める本新株予約権付社債の社債

権者の請求により本社債を繰上償還する場合は、当該本新株予約権付社債券が償還金支払場所に

提出された時以後、③当社が第11項第(８)号に基づき取得した本新株予約権付社債の本社債を消

却する場合は、当社が本社債を消却した時以後、または④当社が第16項に基づき本社債につき期

限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した日以後、本新株予約権を行使することはで

きない。また、各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

（４） 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容および価額 

 本新株予約権の行使に際して、当該本新株予約権に係る本社債（ただし、その払込みがなされた

ものに限る。）を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。 

（５） 転換価額 

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる当社普通株

式1株当たりの価額を、転換価額という。当初の転換価額は、2006年５月18日に開催する当社臨

時取締役会において、同日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以

下「当社株式終値という」）を勘案して決定する。ただし、2006年５月17日の当社株式終値が、 

１７５円以上の場合には、2006年５月17日の当社株式終値をもって当初の転換価額とする。 

（６） 転換価額の修正 

本新株予約権付社債の発行日後、毎月第３金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、転換

価額は、決定日まで（当日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値（気配表示を含む。以下同じ。）

のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とす

る。以下「時価算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の

毎日の終値の平均値の９０％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

切り捨てる。以下「決定日価額」という。）に修正される。なお、時価算定期間内に、本項第(８)

号または第(11)号で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後の転換価額は、本新株予

約権付社債の社債要項に従い当社が適当と判断する金額に調整される。ただし、かかる算出の結果、

決定日価額が当初の転換価額の５０％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数
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第２位を切り捨てる。ただし、本項第(７)号乃至第(11)号による調整を受ける。以下「下限転換価

額」という。）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とし、決定日価額が当初の転換

価額の１５０％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

ただし、本項第(７)号乃至第(11)号による調整を受ける。以下「上限転換価額」という。）を上回る

場合には、修正後の転換価額は上限転換価額とする。 

（７）当社は、本新株予約権付社債の発行日後、本項第(８)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変

更を生じる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整

式」という。）をもって転換価額を調整する。 

 

 

 

「既発行普通株式数」は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場

合はその日、また、当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の 1

か月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を

控除し、当該転換価額の調整前に、本項第(８)号乃至第(11)号に基づき「交付普通株式数」とみ

なされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする。

なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、転換価額調整式で使用する交付普通株式数

は、基準日における当社の有する当社普通株式に係り増加した当社普通株式数を含まないものと

する。 

（８） 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換

価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

① 本項第(10)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、

当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利の

請求または行使による場合を除く。） 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最

終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下「普通株主」という。）に割

当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合 

調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無

償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日

の翌日以降、また当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がない場合または株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする

既発行普通株式数 ＋ 

＝ 

交付普通株式数×１株当たりの払込金額 

時    価 

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 
× 

調整前 

転換価額 
調整後 

転換価額 
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場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。 

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(10)号②に定める時価を下回る対価をも

って当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、また

は本項第(10)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利を発行する場合（無

償割当ての場合を含む。） 

調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付され

たものを含む。）その他の証券または権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当

初の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を

準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日）

または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、普通株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株

式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で

発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求または行使さ

れ当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当

該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。 

ただし、買収防衛を目的として取得請求権付株式等を発行する場合（無償割当ての場合を含

む。）、その発行時に残存する全ての新株予約権付社債権者が同意したときに限り、調整後の転

換価額は、当該取得請求権付株式等が請求または行使することができることとなった日の条件

で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して

算出するものとし、当該取得請求権付株式等が請求または行使することができることとなった

日の翌日以降、これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）の取得と引換えに本項第(10)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を

交付する場合 

調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）に関して当該調整前に本項第(８)号③または⑤による転換価額の調整が

行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の本項第(10)号③に定める完全希薄化後普

通株式数が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後の転換価額は、

超過する株式数を転換価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、転換価額調整式を準用し

て算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整

は行わないものとする。 
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⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価（本⑤において「取得価

額等」という。）の下方修正等が行われ（本項第(８)号乃至第(11)号と類似の希薄化防止条項に

基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等後の当該取得価額等が当該修正が行われる日（以下

「修正日」という。）における本項第(10)号②に定める時価を下回る価額になる場合 

(i) 当該取得請求権付株式等に関し、本項第(８)号③による転換価額の調整が修正日前に行われ

ていない場合、調整後の転換価額は、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが修正日

時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本項第(８)号③

の規定を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用する。 

(ii) 当該取得請求権付株式等に関し、本項第(８)号③または上記(i)による転換価額の調整が修正

日前に行われている場合で、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てを修正日時点の条

件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(10)号③に

定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超

えるときには、調整後の転換価額は、当該超過株式数を転換価額調整式の「交付普通株式数」

とみなして、転換価額調整式を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用す

る。なお、1か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の転換価額は、

当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、転換価額調整式を準用して算出

するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。 

⑥ 本項第(８)号③乃至⑤における対価とは、当該株式または新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(８)号③における新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価額

を加えた額とする。）から、その取得または行使に際して当該株式または新株予約権の所持人に

交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される

当社普通株式の数で除した金額をいう。 

（９）本項第(８)号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設

定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機

関の承認を条件としているときには、本項第(８)号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、

当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 

 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行

使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。 

ただし、株券の交付については本項第(17)号の規定を準用する。 

 

 

    この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

 

（調整前転換価額－調整後転換価額）× 調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 

調 整 後 転 換 価 額 
株式数 ＝ 
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（10）① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り

捨てる。 

② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、本項第(９)号の

場合は基準日）に先立つ４５取引日目に始まる３０取引日の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。 

③ 完全希薄化後普通株式数は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発

行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該転換価額の調

整以前に、本項第(８)号乃至第(11)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式

のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする（当該転換価額の調整

において本項第(８)号乃至第(11)号に基づき「交付普通株式数」に該当するものとみなされる

こととなる当社普通株式数を含む。）。 

④ 本項第(８)号①乃至⑤に定める証券または権利に類似した証券または権利が交付された場合

における調整後の転換価額は、本項第(８)号および第(９)号の規定のうち、当該証券または権

利に類似する証券または権利についての規定を準用して算出するものとする。 

（11）本項第(８)号で定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、

必要な転換価額の調整を行う。 

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務

の全部または一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株

式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整

を必要とするとき。 

③ 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額

の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

（12）本項第(６)号乃至第(11)号により転換価額の修正または調整を行うときは、当社は、あらかじめ

書面によりその旨ならびにその事由、修正前または調整前の転換価額、修正後または調整後の転

換価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債の社債権者に通知する。ただ

し、本項第（９）号の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、

適用の日以降すみやかにこれを行う。 

（13）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合においては、会社計算規則第４０条に従

い算出される資本金等増加限度額中、当該額に０．７を乗じた額を資本金として計上し（計算の

結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。）、その残額を資本準備

金として計上する。 
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（14）本新株予約権の行使請求受付事務は、第18項記載の行使請求受付場所（以下「行使請求受付場所」

という。）においてこれを取り扱う。 

（15）① 本新株予約権を行使請求しようとするときは、当社の定める行使請求書（以下「行使請求書」

という。）に、行使請求しようとする本新株予約権に係る本新株予約権付社債を表示し、その

行使に係る本新株予約権の内容および数、新株予約権を行使する日等を記載してこれに記名捺

印したうえ、当該新株予約権付社債券を添えて行使可能期間中に行使請求受付場所に提出しな

ければならない。 

② 本新株予約権付社債券が株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）に預託されてい

る場合は、行使請求書に行使請求しようとする本新株予約権に係る本新株予約権付社債を表示

し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、機構を経由して、行使可能期間中に

これを行使請求受付場所に提出しなければならない。 

③ 行使請求受付場所に対し行使請求に要する書類を提出した者は、その後これを撤回することが

できない。 

（16）本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求書が行使請求受付場所に到着し、本新株予約権の行

使に際して出資される本社債の給付が行われた場合において、本新株予約権を行使する日として

当該行使請求書に記載された日（当該行使請求書が行使請求受付場所に到着した日または本新株

予約権の行使に際して出資される本社債の給付が行われた日のいずれかが、かかる行使請求書に

記載された日の翌日以降である場合を除く。）に発生する。 

（17）当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日以後遅滞なく株券を交付する。 

ただし、単元未満株式については株券を発行しない。 

（18）当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本新株予約権付社債の社債要項の規定中読み替えそ

の他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

14．本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はで

きず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新

株予約権の価値が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権に内在する理論的な経

済的価値と本社債の利率、繰上償還および発行価額等のその他の発行条件により当社が得られる経

済的価値を勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。 

15. 担保提供制限 

当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債払込後、当社が国内

で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社

債のためにも担保附社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約

権付社債とは、会社法第２条第２２号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第２３６条

第１項第３号の規定に基づき、本新株予約権の行使に際しては、本新株予約権に係る本社債を出資
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することが新株予約権の内容とされたものをいう。 

16．期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。 

（１） 当社が第11項第(１)号乃至第(７)号に定める規定に違背し、第11項各号に定める償還すべき日か

ら１０日以内にその履行をしないとき。 

（２） 当社が、第13項第(６)号乃至第(12)号または第15項に定める規定に違背し、本新株予約権付社債

の社債権者から是正を求める通知を受領した後３０日以内にその履行または補正をしないとき。 

（３） 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をするこ

とができないとき。 

（４） 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済を

することができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行っ

た保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。た

だし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。 

（５） 当社または当社の取締役もしくは監査役が、当社の破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手

続開始もしくは特別清算開始の申立をし、または当社の取締役会において解散（合併の場合を除

く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。 

（６）当社が、破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を

受けたとき。 

17．償還金支払場所 

   当社 財務部 

18．行使請求受付場所 

  株主名簿管理人  中央三井信託銀行株式会社 本店 

19. 譲渡制限等 

本新株予約権付社債には譲渡制限を付す予定である。本新株予約権付社債の割当予定先である

Nomura Securities (Bermuda) Ltd.は、本新株予約権付社債に付された新株予約権の権利行使の結

果取得することとなる株式の数量の範囲内で行う当該株式と同一銘柄の株式の売付け等以外の本

買取案件に関わる空売りを目的として、借株を行わない。 

20．上場申請の有無  なし 

21．上記各項については証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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（ご 参 考） 

１．資金の使途 

（１）調達資金の使途 

当社が発行しているＡ種優先株式およびＢ種優先株式の全部取得を目的とする資金に充当する予定です。 

なお、具体的な支出までの間、当社の運転資金に充当する予定です。 

（２）前回調達資金の使途の変更 

該当事項はありません。 

（３）業績に与える見通し 

今期の業績に与える影響はありません。 

２．株主への利益配分等 

（１）利益配分に関する基本方針 

    「Ⅳ．配当政策および配当予想について」に記載しております。 

（２）配当決定に当たっての考え方 

配当決定に当たっての基本的な考え方は上記(1)のとおりです。 

（３）内部留保資金の使途 

内部留保資金は、財務体質の強化と将来の事業展開に役立てることといたします。 

（４）その他 

  潜在株式による希薄化情報等 

本新株予約権付社債発行による潜在株式数の比率算定におきましては、2006年５月12日現在、

本新株予約権付社債の転換価額が決定しておりませんので、潜在株式数は未定であります。 

本新株予約権付社債の転換価額が決定されしだい、潜在株式数の比率を公表いたします。 

（５）過去３決算期間の配当状況等 

（単体ベース） 2004年３月期 2005年３月期 2006年３月期(予定) 

1 株当たり当期純利益  △72.21 円 5.66 円 5.64 円 

1 株当たり年間配当金     0.00 円 0.00 円 0.00 円 

実 績 配 当 性 向 －  －  －  

株主資本当期純利益率 △324.7 ％ 20.8 ％ 16.9 ％ 

株 主 資 本 配 当 率 －  －  －  

 (注) ①１株当たり当期純利益は、普通株式１株当たりの当期純利益であり、当期純利益から普通株

式に帰属しない金額を除いたものを普通株式の期中平均株式数で除したものです。 

②１株当たり年間配当金は、普通株式１株当たりの年間配当金です。 

③株主資本当期純利益率は、当期純利益を株主資本（期首の株主資本と期末の株主資本の平均）

で除したものです。 

④上記３決算期間において配当を行っていないため、実績配当性向および株主資本配当率につ

いては記載しておりません。 
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⑤当社は、2003年10月１日付の会社分割による建設事業部門の承継後に営業を開始したため、

2004年３月期の指標は６カ月間のものです。 

３．過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

（１）エクイティ・ファイナンスの状況 

年月日 増資額 増資後資本金 増資後資本準備金 摘要 

2003年８月28日 36,993 百万円 18,526 百万円 18,526 百万円 (注) 1. 

2003年８月29日 19,750 百万円 28,401 百万円 28,401 百万円 (注) 2. 

（注）1. 普通株式の第三者割当増資によるものです。 

2. 第一回Ａ種優先株式、第一回Ｂ種優先株式の第三者割当増資によるものです。 

（２）過去３決算期間および直前の株価等の推移 

 2004年３月期 2005年３月期 2006年３月期 2007年３月期 

始   値 452 円 1,009 円 227 円 230 円 

高   値     1,730 円  1,010 円        295 円        237 円 

安   値 415 円 225 円 129 円 206 円 

終   値 988 円 230 円 229 円 206 円 

株価収益率 － 倍 40.6 倍 40.6 倍  

（注）① 株価は、株式会社東京証券取引所におけるものです。 

   ② 2007年３月期の株価については、2006年５月11日現在で表示しております。 

③ 株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期の普通株式１株当たり当期純利益で

除した数値であります。 

④ 2004年３月期は、当期純損失が計上されているため、株価収益率を記載しておりません。 

  ４．割当予定先の概要 

割当予定先の氏名または名称 Nomura Securities (Bermuda) Ltd. 

割当新株予約権付社債（額面） 金20,000,000,000 円 

払 込 金 額 金20,000,000,000 円 

住 所 
Chesney House, 96 Pitts Bay Road, Pembroke 

HM08, Bermuda 

代表者の氏名 President  Mark Crockwell 

資本金の額 137,670,000 米ドル 

事業の内容 証券業 

割当予定

先の内容 

大株主および持株比率 
Nomura Holding America Inc.    99.5% 

Nomura Automation Management Inc.  0.5% 

当社が保有している割

当予定先の株式の数 
なし 

出資関係 
割当予定先が保有して

いる当社の株式の数 
なし 

取 引 関 係 等 なし 

割当予定

先と当社

の関係 
取引関係

等 人 的 関 係 等 なし 

 (注) 出資関係の欄は、2006年３月31日現在のものであります。  
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Ⅲ．株式併合および単元株式数の変更について 

  

１．株式併合の目的 

当社は、2006年５月12日現在937,310,000株の普通株式を発行しておりますが、同業同規模の会社

に比べて発行済株式数が相対的に多く、今後、普通株式への配当を開始するにあたり、機動的かつ柔

軟で明快な配当を実施するために、現在の発行済株式総数の適正化を目的として株式の併合を行うも

のであります。 

２．株式併合の要領 

普通株式の発行済株式総数937,310,000株について、株式１０株を１株に併合することにより 

93,731,000株といたします。 

３．単元株式数の変更 

普通株主様の権利に株式併合による変動が生じることのないように、株式併合の効力発生と同時に

現在の単元株式数を１００株から１０株に変更する予定であります。 

４．株式併合の日程（予定） 

① 取締役会決議日         ２００６年５月１２日 

② 定時株主総会決議日       ２００６年６月２７日 

③ 普通株式に係る株券提出期間  自２００６年６月２８日 

                 至２００６年８月 ３日 

④ 株式売買停止措置期間     自２００６年７月３１日 

                                至２００６年８月 ３日 

⑤ 普通株式の併合効力発生日    ２００６年８月 ４日 

 

なお、上記の内容については、2006年６月27日に開催を予定している定時株主総会において、株式併合

が承認可決されるのを条件といたします。 
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Ⅳ．配当政策および配当予想について 

 

１．配当政策 

当社は、2003年10月の会社分割および新規上場以来、普通株式への配当の早期実現と安定的な配当

の実施を当社の利益配分に関する基本方針としてまいりました。一連の資本政策の実行により2007年

３月期中間期末より普通株式への配当が可能となりますが、配当開始後の配当水準につきましては、

本業収益の積み上げによる内部留保の充実により将来にわたる株主利益を安定的に確保するとともに、

利益成長のための投資等に伴う資金需要などを勘案しつつ決定してまいります。 

また、株主の皆様への利益還元重視の姿勢をより明確にするため、一連の資本政策の完全なる実行

を機に、普通株式への利益配分の基本方針を次のとおり変更いたします。 

＜利益配分に関する基本方針＞ 

（１）2007年３月期（中間配当）より、業績に連動した配当方針といたします。 

（２）配当性向（単体ベース）は、３０％を基本といたします。 

（３）上記にかかわらず、原則として株式併合後の１株当たり年間配当は、最低１０円といたします。 

 

 ２．2007年３月期の配当予想 

資本政策の実行により、今後の期間収益の積み上げを原資として、当社は発足４期目の2007年 

３月期の中間配当において、新規配当（初配）を実施いたしたいと存じます。 

株式併合後の１株当たり中間配当金は７円50銭、年間配当金１５円を現時点において予想しており

ます。 

 

    （ご参考） 

 中間期末 期  末 年  間 

2006年３月期 配当予想 

（2006年４月25日発表） 
０円 ０円 ０円 

2007年３月期 配当予想 

（ 株式併合後の配当予想 ） 

75銭 

（７円50銭） 

75銭 

（７円50銭） 

1円50銭 

（15円00銭） 

※当社は、2003年10月の会社分割からこれまで普通株式への配当を実施しておりません。 

※上記の予想数値は、本資料の発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであります。 

実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

 

 

以  上 
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1. 資本政策の実施について

現状の課題

普通株主様への安定配当の実施へ

再生完了による企業競争力と企業価値の更なる向上へ

資本政策実施による効果

優先株式の一括取得・消却による
資本の早期質的改善

今回施策の目的手段①
償還原資の創出
＝資本金の減少

手段②
消却後の資本の増強
＝ＣＢの発行
※ＣＢについては参考資料を参照

⇒Ｐ４「償還原資の創出と資本増強について」参照 ⇒Ｐ４「償還原資の創出と資本増強について」参照

⇒Ｐ５「今後の配当政策について」参照

⇒Ｐ２「償還請求権と優先配当金について」参照

Ｐ１

①優先株主の権利である償還請求権の存在
優先株主が償還請求権を行使した場合には、優先
株式を償還する必要があり、利益剰余金の大幅な
減少が懸念される。
（償還請求権の行使時期：Ａ種は2008年、Ｂ種は2011年）

②優先株式に対する配当負担
今後の金利上昇による優先配当金の増大が懸念される。

⇒Ｐ３「株主還元原資の分配について」参照

普通株式への配当が制約される

(ご参考)2006年５月12日発表資料 [訂正]
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２. 償還請求権と優先配当金について

2006 2007 2008 2009

配当（T※+1.5％）

2010 2011

A種配当

A種償還 償還

配当（T+2.25％）B種配当

B種償還 償還

配当 配当

配当 配当 配当 配当 配当

普通株式への配当を行うためには、優先株式への配当が必要に
なります。
また、2005年3月期の優先配当金総額は約3.6億円でしたが、
今後の金利動向によっては増大する恐れがあります。

A種は2008年、B種は2011年に、それぞれ優先株主側
に償還請求できる権利があるため、求めにより優先株式を
償還する必要があります。（Ｐ６参照）

現状

配当（T+1.5％）A種配当

A種償還

配当（T+2.25％）B種配当

B種償還

償還

償還

実施後

優先株式の繰上げ償還を実施することにより、将来の優先配当金を解消します。優先株式の繰上げ償還を実施することにより、将来の優先配当金を解消します。

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ｐ２

繰上げ償還

繰上げ償還

Ａ種・Ｂ種あわせて、総額１２～
２０億円 ※程度の優先配当金を解
消します。

※ 優先配当金算出のベースとなる日本円TIBOR（６か月物）を、0.172％～2.259％程度と想定した場合

※ 上記配当の「Ｔ」とは、日本円TIBOR（６か月物）を表す。

(ご参考)2006年５月12日発表資料 [訂正]
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３. 株主還元原資の分配について

現状 実施後

仮に、１５億円を株主還元原資（当期純利益５０億円、配当性向３０％）とした場合

普通株配当
937,310千株×＠１円
＝約９．４億円

B種優先配当 ※１

＝約１．５～２．７億円

A種優先配当 ※１

＝約２．２～４．０億円

普通株配当
1,034,397千株×＠1.5円
＝約１５．５億円

配当総額
約１５億円

同じ配当総額１５億円でも、
資本政策実施後は、１株当た
り１．５円程度が可能となり
ます。
なお、普通株式の発行済株式
数は、現在の株式数に、ＣＢ
転換による増加株式数を
９７,０８７千株（200億円
／転換価額２０６円※２）と
想定し、加算したケースです。

※１ 優先配当金算出のベースとなる日本円TIBOR（６か月物）を、0.172％～2.259％程度と想定した場合

優先株式がなくなることにより、普通株配当額の増大および安定配当が可能となります。優先株式がなくなることにより、普通株配当額の増大および安定配当が可能となります。

配当総額１５億円では、
普通株配当は、１株当た
り１円程度になります。
また、優先配当は金利に
連動していますので、今
後の金利動向によっては、
優先配当の増大により、
普通株式への安定配当が
困難になることが懸念さ
れます。

Ｐ３

※２ ＣＢの転換価額を、2006年3月末日終値229円×0.9＝206円と想定した場合

(ご参考)2006年５月12日発表資料 [訂正]
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４. 償還原資の創出と資本増強について

期末株主資本
約３６６億円

※説明を簡略化するため、上記図表では普通株式への2007年度中間配当金は反映せず、利益剰余金として積み上げています。

※優先株式への配当は、2006年度期末配当を２億円、2007年度中間配当を２億円として算入しています。

※上記図表では、2007年3月期末の当期純利益予想を50億円とし、利益剰余金に加算しています。

優先株式償還原資を創出するため「資本減少」を行ない、優先株式取得・消却
により減少した資本の増強と償還資金を調達するため、「ＣＢを発行」します。

優先株式償還原資を創出するため「資本減少」を行ない、優先株式取得・消却
により減少した資本の増強と償還資金を調達するため、「ＣＢを発行」します。

その他 19億

利益剰余金 63億

資本金 284億

資本金 73億

その他 19億

利益剰余金 61億

その他資本剰余金
211億

（優先株式償還原資）

資本金 73億

その他 19億

利益剰余金 59億

優先株式償還原資を創出するため、資
本を減少し、「その他資本剰余金」に
振り替えます。株主資本の額に変化は
ありません。

2006.3期末時点 株主総会減資効力発生後 優先株取得・消却時点

資本剰余金全額を優先株式
の取得・消却に充当します。

資本金 213億

その他 19億

利益剰余金 109億

2007.3期末予想

資本準備金 60億

ＣＢ（200億円）が転換された場合、
資本金が１４０億円、資本準備金が
６０億円それぞれ増加し、株主資本は
資本政策実施前の水準に戻ります。

Ｐ４

(ご参考)2006年５月12日発表資料 [訂正]
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５. 今後の配当政策について

※上記シミュレーションでは、当期純利益３５億円以上の場合は配当性向３０％となり、３５億円未満の場合は原則として最低１０円の配当となります。

※上記図表の発行済株式数については、ＣＢ転換による増加株式数を97,087千株（200億円／転換価格206円）と想定し、現在の株式数に加算した上で、
株式併合の効果を見込み算出しています。

資本政策実施後の普通株式への利益配分の基本方針を下記のとおりといたします。

①２００７年３月期より、業績に連動した配当方針とし、配当性向（単体ベース）３０％を基本といたします。

②上記にかかわらず、原則として、株式併合後※の１株当たり年間配当を、最低１０円といたします。

①２００７年３月期より、業績に連動した配当方針とし、配当性向（単体ベース）３０％を基本といたします。

②上記にかかわらず、原則として、株式併合後※の１株当たり年間配当を、最低１０円といたします。

（当期純利益）

（年間配当額）

３０億円 ３５億円 ４０億円 ４５億円 ５０億円 ５５億円
６円

８円

１８円

１６円

１４円

１２円

１０円

業
績
連
動
配
当

安
定
配
当

配当性向３０％

最低配当１０円

【株式併合について】
普通株式の発行済株式について、１０株を１株に併合いたします。
当社は、２００６年５月１２日現在で９億３７百万株の普通株式を発行しておりますが、同業同規模の会社に比べて発行済株式数が相対的に多く、
今後、普通株式への配当を開始するにあたり、機動的かつ柔軟で明快な配当を実施するために、現在の発行済株式総数の適正化を目的として株
式の併合を行うものであります。
なお、普通株主様の権利に株式併合による変動が生じることのないように、株式併合の効力発生と同時に現在の単元株式数を１００株から１０株
に変更する予定であります。 今回の株式併合実施により、株主様の保有株式数は１０分の１となりますが、会社の資産や資本に変更はなく、当社
の発行済株式数も同時に１０分の１になるため、株式併合によって株主様それぞれの持分割合に変動は生じません。

Ｐ５

(ご参考)2006年５月12日発表資料 [訂正]
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消却(償還)時期 一斉転換 償還請求権 転換請求期間
当初

転換価額

Ａ種
優先株式

27,000千株
13,500百万円
（1株500円）

鹿島建設
東京急行電鉄
三菱東京ＵＦＪ銀行
横浜銀行
日本興亜損害保険
みずほコーポレート銀行
三菱UFJ信託銀行
中央三井信託銀行
住友信託銀行
三井住友銀行
その他

500円×(日本円ＴＩＢＯＲ
（6か月物）＋1．50％）

上限　１株につき20円

当会社は、2010／9／30まで、
A種優先株主の意思にかかわらず、
いつでも償還することができる。

償還価額：発行価額の１０７％

2013／10／1をもって、
普通株式となる。

Ａ種優先株主は、
2008／10／1～2008／10／31までの
期間において、財源の制約のもと
償還請求できる。

償還価額：発行価額の１０７％

2010／10／1
～

2013／9／30
　　837.8円

Ｂ種
優先株式

12,500千株
6,250百万円
（1株500円）

東京急行電鉄
三菱東京ＵＦＪ銀行
みずほコーポレート銀行
三菱UFJ信託銀行
中央三井信託銀行
住友信託銀行
三井住友銀行

500円×(日本円ＴＩＢＯＲ
（6か月物）＋　2．25％）

上限　１株につき25円

Ａ種優先株式が全て償還された後は、
Ｂ種優先株主の意思にかかわらず、
当会社は、2013／9／30まで、
いつでも償還することができる。

ただし、2010／10／1より2013／9／30
までは、Ａ種優先株式の未償還残高
にかかわらず償還することができる。

償還価額：発行価額の１０７％

2018／10／1をもって、
普通株式となる。

Ｂ種優先株主は、
2011／10／1～2011／10／31までの
期間において、財源の制約のもと
償還請求できる。

償還価額：発行価額の１０７％

2013／10／1
～

2018／9／30
同上

株主側が行使できる権利会社側が行使できる権利

株式の種
類

発行株式数
発行価額の
総額

配当金保有株主

（ご参考）発行済優先株式の概要

優先株式の取得につきましては、会社側が行使できる権利である発行価額の１０７％をもって、
２００６年１０月１日に償還する旨、定款を変更します。

優先株式の取得につきましては、会社側が行使できる権利である発行価額の１０７％をもって、
２００６年１０月１日に償還する旨、定款を変更します。

Ｐ６

(ご参考)2006年５月12日発表資料 [訂正]
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（ご参考）新株予約権付社債（ＣＢ）の発行条件の概要

発行形態 ：転換社債型新株予約権付社債

発行方法 ：Nomura Securities (Bermuda) Ltd. に
全額割当

社債総額 ：200億円

利率 ：0％

発行価額 ：額面100円につき金100円

償還価額 ：額面100円につき金100円

発行決議日 ：2006年5月12日（金）

当初転換価額 ：2006年5月18日（木）の東証終値を勘案して

決定する。

※但し、2006年5月17日（水）の当社終値が、１７５円以上の場合には、同日

の当社終値をもって当初転換価額とする。

割当日・払込日：2006年6月2日（金）

転換請求期間 ：2006年6月5日（月）

～2008年5月30日（金）

償還日 ：2008年6月2日（月）（2年満期）

転換価額の修正：毎月、第3金曜日に先立つ５営業日の

東証終値の平均値の90％に修正

転換価額の上限：当初転換価額の150％

転換価額の下限：当初転換価額の50％

コール条項：
①発行会社の選択で、2006年7月7日までに
事前通知すれば、2006年7月21日に100.5円で
繰上償還可能

②2006年8月1日以降、発行会社の選択で、毎月
第1金曜日までに事前通知すれば、当該月第3
金曜日に101円で繰上償還可能

プット条項：
社債権者の選択で、毎月第2金曜日までに事前通知
すれば、当該月第4金曜日に99円で繰上償還請求可能

そ の 他：
本新株予約権付社債については譲渡制限を付す
予定です。

Ｐ７

【転換社債型新株予約権付社債とは】
社債の一種で、あらかじめ定めた期間の内であれば発行会社の株式を一定の価格で取得できる「新株予
約権」が付いたもので、新株予約権が行使されるとその金額相当部分の社債と当社が発行する普通株式
が交換される仕組みです。
当社が今回発行するＣＢ（本ＣＢ）は、発行して一定期間経過後にその時の株価水準を反映した転換価額
に修正される条項を付しています。本ＣＢの特徴としては、転換価額が一定期間後に都度修正されること
で、普通株式への転換が促進されることが挙げられます。また、転換された普通株式は、割当先である証
券会社が機関投資家等に時間分散して売却していくので、市場に与える影響を抑制することが可能です。

(ご参考)2006年５月12日発表資料 [訂正]


